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※共同演者の氏名は抄録をご確認ください

4月 15 日（木）第 10会場

小腸 1 9：00～9：50
座長：江崎 幹宏（佐賀大学医学部内科学講座消化器内科）
O-001 クローン病患者に対する抗 TNF-α 抗体治療の長期的効果に関わる因子についての検討

（独立行政法人国立病院機構福山医療センター消化器内科）豊川 達也（とよかわ たつや）

O-002 Crohn 病の小腸病変診断における MR enterography の有用性についての検討
（北里大学医学部消化器内科学）金澤 潤（かなざわ じゅん）

O-003 クローン病に対する小腸カプセル内視鏡の現状
（仙台赤十字病院消化器内科）大森 信弥（おおもり しんや）

O-004 実臨床における短腸症候群（SBS）に伴う腸管不全の病因と転帰
（大阪医科大学第二内科）中村 志郎（なかむら しろう）

O-005 当院における小腸出血の検討
（国立病院機構福山医療センター消化器内科）藤田 勲生（ふじた いさお）

小腸 2 9：50～10：40
座長：大宮 直木（藤田医科大学消化器内科 I）
O-006 クローン病患者における低カルボキシル化オステオカルシンの血清レベルに影響を与える腸

内微生物叢の多様性
（札幌医科大学消化器内科学講座）我妻 康平（わがつま こうへい）

O-007 進行食道癌・胃癌患者における薬物療法前後の便中腸内細菌叢の変化
（藤田医科大学医学部消化器内科I）吉田 大（よしだ だい）

O-008 化学療法に伴う消化器毒性と腸内細菌叢との関連
（大阪医科大学付属病院消化器内科）川崎 裕香（かわさき ゆか）

O-009 アセトアミノフェンによる NSAIDs 起因性小腸粘膜傷害抑制メカニズムの検討
（ライオン（株）研究開発本部薬品研究所）北原 美優（きたはら みう）

O-010 アセトアミノフェンによるイブプロフェン起因性小腸粘膜傷害抑制と細菌叢の関連性解明
（ライオン（株）研究開発本部先進解析科学研究所）會田 悠人（あいた ゆうと）
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4月 15 日（木）第 11会場

胆道 1 9：00～9：50
座長：中井 陽介（東京大学医学部附属病院光学医療診療部）
O-011 結石除去困難 158 例からみた内視鏡的乳頭大口径バルン拡張術（EPLBD）の長期成績

（東千葉メディカルセンター消化器内科）亀崎 秀宏（かめざき ひでひろ）

O-012 高齢者と超高齢者における総胆管結石に対する初回内視鏡的逆行性胆管造影検査の有効性と
安全性の検討

（横浜市立大学附属病院消化器内科）入江 邦泰（いりえ くにやす）

O-013 85 歳以上の総胆管結石患者に対して，内視鏡的結石除去の代わりに結石除去を伴わないプラ
スチックステント長期留置を用いることができるか

（磐田市立総合病院消化器内科）金子 淳一（かねこ じゅんいち）

O-014 総胆管結石治療困難となる因子の再考
（亀田総合病院消化器内科）白鳥 俊康（しらとり としやす）

O-015 治療困難胆管結石に対する電気衝撃波結石破砕術（EHL）の当院における現状と治療成績の
検討

（神戸大学医学部消化器内科）植村 久尋（うえむら ひさひろ）

胆道 2 9：50～10：40
座長：真口 宏介（手稲渓仁会病院教育研究センター）
O-016 遠位胆道悪性狭窄に対する Polytetrafluoloethylete（PTFE）カバーを用いた SEMS の有用性

と安全性の検討
（大阪市立大学大学院医学研究科消化器内科学）丸山 紘嗣（まるやま ひろつぐ）

O-017 中下部悪性胆道閉塞に対する先端テーパー型金属ステントの有用性に関する検討
（帝京大学医学部附属溝口病院消化器内科）土井 晋平（どい しんぺい）

O-018 悪性肝門部胆管狭窄の術前ドレナージにおける Inside Stent の有用性
（広島大学病院消化器代謝内科）中村 真也（なかむら しんや）

O-019 肝門部悪性胆道狭窄に対する 5.4Fr 細径デリバリーシステムを有する Self-expandable
metallic stent（ZEOSTENT V）の有用性

（東北大学病院消化器内科）三浦 晋（みうら しん）

O-020 肝門部悪性胆道狭窄における SEMS 留置後 re-intervention の予測因子の検討
（福井大学医学系部門内科学（2）分野）大谷 昌弘（おおたに まさひろ）
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胆道 3 10：40～11：30
座長：五十嵐良典（東邦大学医療センター大森病院消化器内科）
O-021 結石性胆管炎と閉塞性黄疸をきたした悪性腫瘍による胆汁の細菌や真菌検出率の検討

（三重県立総合医療センター消化器内科）水谷 広樹（みずたに ひろき）

O-022 急性胆嚢炎に対する内視鏡的ハイブリッド胆嚢ドレナージ法による長期予後に関する検討
（帝京大学医学部附属溝口病院消化器内科）足立 貴子（あだち たかこ）

O-023 当院での急性胆嚢炎の起因菌と抗菌薬治療の検討
（柏市立柏病院消化器内科）飯塚 泰弘（いいづか やすひろ）

O-024 悪性胆道狭窄に対する金属ステント留置時の予防的胆嚢ステントの有用性
（仙台市医療センター仙台オープン病院消化管・肝胆膵内科）小堺 史郷（こざかい ふみさと）

O-025 腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した二葉胆嚢の 2 例
（青森厚生病院外科）渡辺 伸和（わたなべ のぶかず）

胆道 4 14：40～15：30
座長：廣岡 芳樹（藤田医科大学消化器内科）
O-026 当科での術後再建腸管におけるダブルバルーン内視鏡を用いた総胆管結石治療成績

（広島大学病院消化器・代謝内科）森 豪（もり たけし）

O-027 術後再建腸管に合併した胆管結石に対する包括的治療戦略
（横浜市立大学肝胆膵消化器病学）長谷川 翔（はせがわ しょう）

O-028 腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後の de novo 胆石形成のリスク因子の検討
（九州医療センター消化管外科・臨床研究センター）橋本 健吉（はしもと けんきち）

O-029 小児胆管結石に対する ERCP の治療成績
（千葉大学医学部附属病院消化器内科）丸田四季子（まるた しきこ）

O-030 臓器障害のない総胆管結石性胆管炎における一期的採石の安全性と有効性の検討
（滋賀医科大学消化器内科）竹田 善哉（たけだ よしや）

胆道 5 15：30～16：10
座長：田妻 進（JA尾道総合病院・病院長）
O-031 EUS-guided hepaticogastrostomy をより簡便におこなうための工夫―22G 針と 0.018inchGW

を用いて―
（愛知県がんセンター消化器内科部）奥野のぞみ（おくの のぞみ）

O-032 胆道疾患に対するデジタル型胆道内視鏡下改良型生検鉗子による診断能の検討
（大阪医科大学付属病院・第二内科）植野紗緒里（うえの さおり）

O-033 術後再建腸管を有する胆道治療における EUS-BD の位置づけ
（香川大学医学部消化器内科）藤田 直樹（ふじた なおき）

O-034 良性胆管狭窄に対する covered metal stent 留置術の現状と課題
（東京医科大学八王子医療センター消化器内科）永井 一正（ながい かずまさ）
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胆道 6 16：10～16：50
座長：山本 雅一（東京女子医科大学消化器・一般外科）
O-035 先天性胆道拡張症成人例に対する minimally-invasive surgery の後方視的検討

（東北大学大学院消化器外科学分野）森川 孝則（もりかわ たかのり）

O-036 総胆管結石の治療困難例に対する当院の内視鏡治療の現状
（加古川中央市民病院消化器内科）平田 祐一（ひらた ゆういち）

O-037 当院における SpyGlass™DS 導入前後の総胆管結石治療の検討
（川崎医科大学総合内科学2）浦田 矩代（うらた のりよ）

O-038 胆嚢摘出術を要する胆管結石症例における内視鏡的結石治療のタイミング
（国立国際医療研究センター病院消化器内科）遠藤 剛（えんどう ごう）

4 月 15 日（木）第 12会場

胃・十二指腸 1 9：00～9：50
座長：有沢 富康（金沢医科大学消化器内科学）
O-039 非静脈瘤性上部消化管出血における内視鏡治療困難に関連する因子の検討

（名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科）伊藤 信仁（いとう のぶひと）

O-040 新規内視鏡シミュレーターを用いた，消化管止血術学習プログラムによる教育介入研究
（東北大学病院消化器内科）畑山 裕（はたやま ゆたか）

O-041 上部消化管出血の重症度軽減に対する PPI 常用の有効性の検討
（福井大学医学系部門内科学（2）分野）齊藤 恭志（さいとう やすし）

O-042 胃 ESD 後出血に対する PPI と P-CAB の比較に関する検討
（岩手医科大学医学部内科学講座消化器内科消化管分野）鳥谷 洋右（とや ようすけ）

O-043 抗凝固薬服用者における PGA シートと自己フィブリン糊貼付による胃 ESD 後出血予防策
（福島県立医科大学医学部消化器内科学講座）小橋亮一郎（こばし りょういちろう）

胃・十二指腸 2 9：50～10：40
座長：岡 政志（埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科）
O-044 Helicobacter pylori 感染による分化制御遺伝子 Notch1 の発現抑制を介した胃粘膜萎縮機序の

解明
（東北大学消化器病態学分野）金 笑奕（きん しょうい）

O-045 当院での COX-2 選択的阻害薬服用者における上部消化管粘膜障害の検討
（鳥取県立中央病院消化器内科）岡田 智之（おかだ ともゆき）

O-046 別府市における中学生ピロリ検診の現状
（大分大学医学部消化器内科）沖本 忠義（おきもと ただよし）
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O-047 プロトンポンプインヒビターや H2 受容体拮抗薬の前投薬はヘリコバクターピロリ鏡検法の
診断率に影響を及ぼすのか？

（堀井医院）堀井 孝容（ほりい たかひろ）

O-048 完全型・不完全型腸上皮化生の除菌後 10 年間の免疫組織学的変化
（大分大学医学部消化器内科学講座）和田 康宏（わだ やすひろ）

胃・十二指腸 3 10：40～11：30
座長：岡田 裕之（岡山大学大学院消化器・肝臓内科学）
O-049 ピロリ菌除菌後 PPI 内服による胃癌リスクに対する NSAIDS の発癌抑制効果の検討

（東京大学医学部消化器内科）新井 絢也（あらい じゅんや）

O-050 歯周病菌リポ多糖類刺激によるピロリ菌除菌療法後の胃粘膜バリア傷害の検討
（東北大学病院消化器内科）織内 優好（おりうち まさよし）

O-051 内視鏡的根治度 C であった早期胃癌 ESD 症例の検討
（福井赤十字病院消化器内科）西山 悟（にしやま さとし）

O-052 当院における胃癌に対する Nivolumab 治療の現状
（JA愛知厚生連海南病院消化器内科）宮崎 聖大（みやざき あきひろ）

O-053 地域がん登録を用いた，新規治療手段の胃癌の予後への寄与に関する疫学的動向分析
（関東労災病院消化器内科）石井 侃（いしい つよし）

胃・十二指腸 4 14：40～15：20
座長：櫻本 信一（埼玉医科大学国際医療センター消化器外科）
O-054 当院における胃小細胞癌の 3 例

（北播磨総合医療センター消化器内科）二井 諒子（ふたい りょうこ）

O-055 胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡内視鏡合同手術の有用性
（神戸市立医療センター中央市民病院消化器内科）秋山 慎介（あきやま しんすけ）

O-056 胃癌術後 5 年以上経過し転移性大腸癌として胃癌再発が診断された 2 例
（唐津赤十字病院内科）宮原 貢一（みやはら こういち）

O-057 胃粘膜下腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引法の功罪
（山梨大学医学部第一外科）河口 賀彦（かわぐち よしひこ）

胃・十二指腸 5 15：20～16：10
座長：河合 隆（東京医科大学消化器内視鏡学）
O-058 十二指腸表在型腫瘍に対するマーキング・局注併用浸水下 EMR（UEMRI）の有用性

（長崎大学病院光学医療診療部/長崎大学消化器内科）橋口 慶一（はしぐち けいいち）

O-059 画像強調内視鏡による十二指腸腫瘍の鑑別診断能
（慶應義塾大学医学部腫瘍センター）中山 敦史（なかやま あつし）
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O-060 表在性非乳頭部十二指腸腫瘍（SNADET）に対する内視鏡治療の検討
（京都府立医科大学消化器内科）宮﨑 啓（みやざき はじめ）

O-061 十二指腸腫瘍性病変に対する腹腔鏡内視鏡合同手術（D-LECS）の安全性と問題点
（福井県立病院消化器内科）青柳 裕之（あおやぎ ひろゆき）

O-062 十二指腸腫瘍に対する縮小手術とその成績
（熊本大学大学院消化器外科学）大山 真英（おおやま まさひで）

胃・十二指腸 6 16：10～17：00
座長：二神 生爾（日本医科大学武蔵小杉病院消化器内科）
O-063 夜型クロノタイプは機能性ディスペプシアのリスク因子となる

（周東総合病院消化器内科）清時 秀（きよとき しゅう）

O-064 連続型ヒト胃消化シミュレーターを用いた消化酵素の消化管内での効果の評価
（天野エンザイム株式会社）高橋 晶子（たかはし あきこ）

O-065 当院における好酸球性胃腸炎（EGE）の診療の現状と課題―再燃例を中心に―
（市立伊丹病院消化器内科）村山 洋子（むらやま ようこ）

O-066 十二指腸狭窄を伴った正中弓状靭帯圧迫症候群（MALS）の 3 例
（川崎幸病院消化器内科）岡本 法奈（おかもと のりな）

O-067 自己免疫性胃炎を背景とした泥沼除菌症例の検討
（大分大学医学部附属病院消化器内科）佐藤 祐斗（さとう ゆうと）

4 月 15 日（木）第 13会場

大腸 1 9：00～9：50
座長：仲瀬 裕志（札幌医科大学医学部消化器内科学講座）
O-068 抗菌薬関連下痢症におけるプロトンポンプ阻害薬の投与歴についての検討

（豊田厚生病院消化器内科）安田 司（やすだ つかさ）

O-069 当科における collagenous colitis の臨床的特徴
（松山赤十字病院胃腸センター）池上 幸治（いけがみ こうじ）

O-070 PCAB 服用者における CDI 発症のリスク―PPI との比較―
（秋田大学大学院医学系研究科消化器内科学・神経内科学講座）渡邊 健太（わたなべ けんた）

O-071 当院における免疫チェックポイント阻害薬関連下痢症（大腸炎）の検討
（琉球大学病院第一内科）伊良波 淳（いらは あつし）

O-072 ダサチニブ関連大腸炎の臨床病理学的特徴
（香川県立中央病院消化器内科）山内 健司（やまうち けんじ）
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大腸 2 9：50～10：40
座長：緒方 晴彦（慶應義塾大学医学部内視鏡センター）
O-073 当院における大腸憩室出血症例の検討

（JA愛知厚生連海南病院・消化器内科）中村 太二（なかむら だいじ）

O-074 大腸憩室出血における出血源同定に関与する因子の検討
（公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院消化器センター消化器内科）

渡邉幸太郎（わたなべ こうたろう）

O-075 大腸憩室出血症例の臨床的検討
（新潟市民病院消化器内科）横山 華子（よこやま はなこ）

O-076 当院における造影 CT で血管外漏出像を呈した大腸憩室出血に関する検討
（みやぎ県南中核病院）平本圭一郎（ひらもと けいいちろう）

O-077 多施設共同研究における超高齢者における DOAC 起因性大腸憩室出血患者の臨床的特徴と止
血術の解析

（日本医科大学付属病院消化器肝臓内科/日本医科大学千葉北総病院消化器内科）
桐田久美子（きりた くみこ）

大腸 3 10：40～11：30
座長：中村 志郎（大阪医科大学第 2内科）
O-078 下部消化管内視鏡による好酸球性胃腸炎の診断

（国立病院機構金沢医療センター消化器内科）朝日向良朗（あさひな よしろう）

O-079 膿瘍・穿孔を伴わない大腸憩室炎診療における適正な抗菌薬使用：合併症，入院期間，医療
費からの検討

（市立豊中病院消化器内科）相馬 一超（そうま かずまさ）

O-080 急性出血性直腸潰瘍の臨床像と治療の問題点
（公立学校共済組合九州中央病院消化器内科）檜沢 一興（ひざわ かずおき）

O-081 急性出血性直腸潰瘍の長期入院に関する検討
（公立学校共済組合九州中央病院消化器内科）檜沢 一興（ひざわ かずおき）

O-082 急性出血性直腸潰瘍における出血リスクの検討
（公立学校共済組合九州中央病院消化器内科）檜沢 一興（ひざわ かずおき）

肝 1 14：40～15：30
座長：長谷川 潔（東京大学肝胆膵外科）
O-083 大腸癌肝転移に対する腹腔鏡下肝切除の成績

（関西労災病院消化器外科）武田 裕（たけだ ゆたか）

O-084 当院の肝障害度 B 肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除術に関する検討
（関西労災病院外科）桂 宜輝（かつら よしてる）
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O-085 人工知能による肝臓 3D 解析：3D 画像作成の作業委譲の成功
（国立がん研究センター中央病院肝胆膵外科）高本 健史（たかもと たけし）

O-086 肝細胞癌 RFA 後再発に対する腹腔鏡下肝切除の意義
（埼玉医科大学国際医療センター消化器外科）合川 公康（あいかわ まさやす）

O-087 術前血中亜鉛値の肝内胆管癌切除後予後における意義に関する検討
（熊本大学大学院生命科学研究部消化器外科学）松本 嵩史（まつもと たかし）

肝 2 15：30～16：10
座長：森山 光彦（日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野）
O-088 Lenvatinib で加療された肝細胞癌合併肝硬変症例におけるレボカルニチン製剤の有用性

（東邦大学医療センター大森病院消化器内科）天沼 誠（あまぬま まこと）

O-089 肝細胞癌治療における筋肉内脂肪化の肝機能への影響
（山梨大学第一内科）村岡 優（むらおか まさる）

O-090 巨大肝嚢胞に対するポリドカノールを用いた foam sclerotherapy の長期成績
（京都大学医学部附属病院消化器内科）恵荘 裕嗣（えそう ゆうじ）

O-091 症候性肝嚢胞に対してオレイン酸モノエタノールアミンを用いた硬化療法 8 例の検討
（福井赤十字病院消化器内科）里見 聡子（さとみ さとこ）

肝 3 16：10～16：50
座長：高見 太郎（山口大学大学院医学系研究科消化器内科学）
O-092 自己免疫性肝炎の病態と血中補体 Factor H の関連

（福島県立医科大学消化器内科）林 学（はやし まなぶ）

O-093 リゾホスファチジルセリンは新規肝線維化マーカーの可能性がある
（東京大学附属病院予防医学センター/東京大学附属病院検査部/東京大学附属病院消化器内科）

西川 尚子（にしかわ たかこ）

O-094 NAFLD 患者における化学発光酵素免疫測定法（CLEIA）による血清 IV 型コラーゲン 7S 測
定の有用性について

（大阪府済生会吹田病院消化器内科）島 俊英（しま としひで）

O-095 肝硬変患者の筋痙攣合併予測因子の検討―Mac-2 binding protein glycan isomer の有用性
（岐阜大学医学部附属病院第一内科）三輪 貴生（みわ たかお）
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4月 16 日（金）第 9会場

基礎研究 8：30～9：20
座長：森屋 恭爾（東大医学部感染制御・感染症内科）
O-096 Xenograft マウスモデルを用いた ctDNA 動態解析

（岡山大学病院消化器内科）寺澤 裕之（てらさわ ひろゆき）

O-097 新規ポルフィリン錯体化合物と LED を用いた新たな光線力学的療法の胆管癌細胞株に対す
る有効性の検討

（宮崎大学医学部外科）今村 直哉（いまむら なおや）

O-098 胆嚢癌診療における血清中エクソソーム内 miRNA の有用性
（岡山大学病院消化器肝臓内科）上田英次郎（うえた えいじろう）

O-099 BEX2 は肝臓がんにおける静止期がん幹細胞維持分子である
（宮城県立がんセンター研究所がん幹細胞研究部/東北医科薬科大学消化器内科）

福士 大介（ふくし だいすけ）

O-100 肝細胞癌におけるエピジェネティクス制御遺伝子 ARID1A 発現の生物学的意義
（済生会福岡総合病院）伊勢田憲史（いせだ のりふみ）

食道 1 9：20～10：10
座長：飯島 克則（秋田大学消化器内科）
O-101 ボノプラザン抵抗性胃食道逆流症患者における Behavioral Disorders の頻度

（日本医科大学消化器内科）星川 吉正（ほしかわ よしまさ）

O-102 Barrett 食道腺癌の周在性に関する食道内逆流因子と基線値の検討
（東北大学消化器病態学分野）大原 祐樹（おおはら ゆうき）

O-103 地域病院健診時の消化器サルコペニア疾患診療の有用性
（新潟大学医歯学総合病院消化器内科/
新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器疾患診療ネットワーク講座）

上村 博輝（かみむら ひろてる）

O-104 食道粘膜下層剥離術に合併する肺炎および凝固症候群の検討
（岐阜大学医学部第一内科）荒尾 真道（あらお まさみち）

O-105 肝硬変患者の上部消化管出血に対する予防的抗菌薬の是非について
（倉敷中央病院消化器内科）眞野 俊史（まの としふみ）

食道 2 10：10～11：00
座長：秋山 純一（国立国際医療研究センター）
O-106 IV 型食道裂孔ヘルニアに対する腹腔鏡下手術の成績

（景岳会南大阪病院外科・内視鏡外科）竹村 雅至（たけむら まさし）



116 日本消化器病学会雑誌 第118巻 臨時号

一
般
演
題

（
口
演
）

O-107 他臓器浸潤が疑われる胸部食道癌治療におけるサルベージ手術の意義と手技の工夫
（埼玉医科大学国際医療センター消化器外科）佐藤 弘（さとう ひろし）

O-108 当院における MM/SM1 食道癌に対する ESD の現状と課題
（熊本大学大学院生命科学研究部消化器内科学）具嶋 亮介（ぐしま りょうすけ）

O-109 光線力学療法の適格基準外病変食道癌に対する安全性・有効性の検討
（金沢大学消化器内科）林 智之（はやし ともゆき）

O-110 狭窄予防を施行した食道 ESD 術後狭窄に対するバルーン拡張回数の検討
（愛知県がんセンター内視鏡部）田中 努（たなか つとむ）

大腸 4 14：30～15：20
座長：内藤 裕二（京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学）
O-111 当院クローン病症例における，ロイシンリッチ α2 グリコプロテイン（LRG）値の検討

（国立病院機構金沢医療センター消化器内科）加賀谷尚史（かがや たかし）

O-112 便中カルプロテクチンは，潰瘍性大腸炎の内視鏡的炎症を検出するのに真に有効な検査か？
偽陽性や偽陰性に注目して

（四日市羽津医療センター外科・IBDセンター）下山 貴寛（しもやま たかひろ）

O-113 潰瘍性大腸炎における尿中 PGE-MUM の内視鏡変化の検討
（浜松医科大学内科学第一講座）石田 夏樹（いしだ なつき）

O-114 Innate lymphoid cell に着目した潰瘍性大腸炎の病態
（大阪大学大学院医学系研究科消化器外科）荻野 崇之（おぎの たかゆき）

O-115 日本人における抗生剤使用，胃腸炎罹患による IBD 新規発症リスクの検討
（秋田大学大学院医学系研究科消化器内科学神経内科学講座）下平 陽介（しもだいら ようすけ）

大腸 5 15：20～16：10
座長：加藤 順（千葉大学消化器内科）
O-116 中等度から重度の活動期 UC 患者に対する filgotinib の有効性と安全性（寛解導入療法）：第

2b/3 相 SELECTION 試験
（北里大学北里研究所病院）日比 紀文（ひび としふみ）

O-117 中等度から重度の活動期 UC 患者に対する filgotinib の有効性と安全性（寛解維持療法）：第
2b/3 相 SELECTION 試験

（北里大学北里研究所病院）日比 紀文（ひび としふみ）

O-118 潰瘍性大腸炎に対するウステキヌマブの短期治療成績
（札幌東徳洲会病院IBDセンター）伊藤 貴博（いとう たかひろ）

O-119 当院におけるウステキヌマブの潰瘍性大腸炎寛解導入療法の前向き検討
（埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科）可児 和仁（かに かずひと）

O-120 潰瘍性大腸炎に対するウステキヌマブの短期治療成績と背景因子の検討
（聖マリアンナ医科大学消化器・肝臓内科/札幌厚生病院IBDセンター）

加藤 正樹（かとう まさき）
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大腸 6 16：10～17：00
座長：石原 俊治（島根大学医学部内科学講座第二）
O-121 ゴリムマブ・オートインジェクターによる自己注射は潰瘍性大腸炎患者の 痛軽減に役立つ

か？―前向きアンケート調査による検討
（埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科）山鹿 渚（やまが なぎさ）

O-122 当院における潰瘍性大腸炎での 5-ASA 不耐症の現状について
（神戸大学医学部附属病院消化器内科）岡本 典大（おかもと のりひろ）

O-123 潰瘍性大腸炎患者における 5-ASA 不耐と手術施行率の関連
（東京医科歯科大学消化器内科/東京医科歯科大学光学医療診療部）

日比谷秀爾（ひびや しゅうじ）

O-124 中等症潰瘍性大腸炎難治例に対する PSL 増量治療の評価-Evidence Practice Gap の視点から
（済生会吹田病院消化器内科）澤井 直樹（さわい なおき）

O-125 当院における Crohn 病に対する抗 TNF-α 抗体製剤倍量投与の治療成績
（医療法人潤愛会 島病院）西俣 伸亮（にしまた のぶあき）

4 月 16 日（金）第 11会場

膵 1 8：30～9：10
座長：伊藤 鉄英（福岡山王病院膵臓内科NENセンター・国際医療福祉大学医学部消

化器内科）
O-126 早期慢性膵炎診断基準 2019 の超音波内視鏡（EUS）像と切除膵病理組織像の後方視的な比較

検討
（自治医科大学付属さいたま医療センター消化器内科）関根 匡成（せきね まさなり）

O-127 慢性膵炎に対する長期膵管ステント留置の有用性についての検討
（岐阜県総合医療センター消化器内科）吉田 健作（よしだ けんさく）

O-128 慢性膵炎の膵管狭窄に対する covered metal stent と plastic stent の治療成績の比較
（東京大学消化器内科）齋藤 友隆（さいとう ともたか）

O-129 慢性膵炎における Hippo/PI3K 経路の調節不全と治療標的としての可能性
（大阪大学大学院医学系研究科消化器内科）田村 猛（たむら たけし）

膵 2 9：10～10：00
座長：大原 弘隆（名古屋市立大学大学院地域医療教育学）
O-130 Disconnected pancreatic duct syndrome を合併した急性膵炎後被包化壊死（WON）の検討

（山梨大学内科学第一教室）今川 直人（いまがわ なおと）
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O-131 感染性 Walled-off necrosis に対する内視鏡的ネクロセクトミーの治療成績および死亡例の解
析

（千葉大学医学部付属病院消化器内科）三方林太郎（みかた りんたろう）

O-132 血清 IgG4 陰性自己免疫性膵炎の臨床像と長期予後
（仙台市医療センター・仙台オープン病院消化管・肝胆膵内科）與那嶺圭輔（よなみね けいすけ）

O-133 IgG4 関連消化器疾患でみられる顎下腺エコー所見の意義
（山梨大学医学部附属病院第1内科）島村 成樹（しまむら なるき）

O-134 IgG4 関連消化器疾患に対するステロイドパルス療法の有効性と問題点
（関西医科大学内科学第三講座）池浦 司（いけうら つかさ）

膵 3 10：00～10：40
座長：吉田 仁（昭和大学医学部内科学講座消化器内科学部門）
O-135 切除不能膵癌化学療法例において骨格筋量低下は予後不良因子である

（旭川医科大学内科学講座病態代謝・消化器・血液腫瘍制御内科学分野）
佐藤 裕基（さとう ひろき）

O-136 サルコペニアが膵癌術前化学療法に与える影響
（東京大学医学部消化器内科）齋藤 圭（さいとう けい）

O-137 脂肪膵のリスク因子および膵発癌予測についての検討
（東京女子医科大学消化器内科）大塚 奈央（おおつか なお）

O-138 膵 CT 値と膵機能および糖尿病との相関について
（信州大学消化器内科）田中 友之（たなか ともゆき）

4 月 16 日（金）第 12会場

消化器癌 8：30～9：20
座長：朴 成和（国立がん研究センター中央病院消化管内科）
O-139 全国労災病院における消化器がん患者に対する治療就労両立支援の現状

（東京労災病院外科）神山 博彦（かみやま ひろひこ）

O-140 消化器疾患診療におけるディープラーニングの有用性の検証
（新潟大学医歯学総合病院消化器内科）上村 博輝（かみむら ひろてる）

O-141 地域がん登録を用いた消化器癌の生命予後と病院施設規模に関する疫学的分析
（関東労災病院消化器内科）佐藤洋一郎（さとう よういちろう）

O-142 休日入院診療のオンコール体制導入の経営指標への影響
（磐田市立総合病院肝臓内科）山田 貴教（やまだ たかのり）

O-143 当院における消化器がん遺伝子パネル検査の現状
（滋賀医科大学医学部附属病院消化器内科）井上 博登（いのうえ ひろと）
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肝 4 9：20～10：10
座長：相方 浩（広島大学消化器・代謝内科）
O-144 進行肝癌多剤逐次療法の成績

（広島大学病院消化器・代謝内科）河岡 友和（かわおか ともかず）

O-145 肝占拠率 50％ 以上の肝細胞癌に対する分子標的治療～早期の ALBI スコアの変化に注目し
て～

（名古屋大学医学部消化器内科）武藤 久哲（むとう ひさのり）

O-146 進行肝細胞癌に対するラムシルマブを含む多剤分子標的薬逐次療法の検討
（広島大学病院消化器・代謝内科）網岡 慶（あみおか けい）

O-147 進行肝細胞癌に対するアテゾリズマブ・ベバシズマブ併用療法の初期経験
（藤田医科大学消化器内科II）葛谷 貞二（くずや ていじ）

O-148 レンバチニブ治療時のサルコペニア進行に寄与る因子の検討
（広島大学病院消化器・代謝内科）平松 憲（ひらまつ あきら）

肝 5 10：10～11：00
座長：土谷 薫（武蔵野赤十字病院）
O-149 切除不能肝細胞癌に対する 1 次治療レンバチニブ PD 後の予後解析

（広島大学病院消化器・代謝内科）安藤 雄和（あんどう ゆうわ）

O-150 好中球/リンパ球比高値の肝細胞癌に対するレンバチニブの治療成績
（大阪大学・消化器内科学）前阪 和城（まえさか かずき）

O-151 レンバチニブ抵抗性肝細胞癌に対する新規バイオマーカーとしてのマイクロ RNA の有効性
（香川大学医学部附属病院消化器・神経内科）森下 朝洋（もりした あさひろ）

O-152 Lenvatinib 治療における握力と骨格筋量の関連
（山口大学大学院医学系研究科消化器内科学）山内由里佳（やまうち ゆりか）

O-153 進行肝細胞癌に対するレンバチニブの治療成績と後治療の実態
（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科消化器疾患・生活習慣病学）

馬渡 誠一（まわたり せいいち）

肝 6 14：30～15：10
座長：池上 正（東京医科大学茨城医療センター消化器内科）
O-154 肝疾患に合併したサルコペニア診断における Vitamin D 濃度測定の意義

（日本医科大学千葉北総病院消化器内科）大久保知美（おおくぼ ともみ）

O-155 慢性肝疾患患者での下腿周囲長，上腕周囲長を用いたサルコペニアスクリーニング法の有用性
（岩手医科大学内科学講座消化器内科肝臓分野）遠藤 啓（えんどう けい）

O-156 低亜鉛血症合併肝硬変におけるサルコペニアの疫学と予後に関する検討
（武蔵野赤十字病院消化器科）関口 修平（せきぐち しゅうへい）
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O-157 肝疾患合併サルコペニアに対する BCAA と ARB の併用効果に関する基礎的検討
（奈良県立医科大学消化器代謝内科）竹田 惣一（たけだ そういち）

肝 7 15：10～16：00
座長：岩佐 元雄（三重大学医学部消化器内科学）
O-158 NAFLD 患者における BMI に基づいた肝関連・非肝関連死亡ハイリスク患者の拾い上げ

（名古屋大学消化器内科）伊藤 隆徳（いとう たかのり）

O-159 2 型糖尿病合併非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）患者に対する SGLT2 阻害薬の臨床
的効果と体成分変化の検討

（済生会新潟病院消化器内科）石川 達（いしかわ とおる）

O-160 糖尿病合併非アルコール性脂肪性肝炎に対するピオグリタゾンとルセオグリフロジンの治療
効果比較試験（後ろ向きコホート研究）

（東北大学医学部消化器内科）小貫 真純（おぬき まさずみ）

O-161 2 型糖尿病合併 NAFLD 患者における SGLT2 阻害薬の肝病態改善効果に関する検討
～他の経口血糖降下薬との比較も含め～

（日本医科大学消化器内科学）新井 泰央（あらい てあん）

O-162 高 TG 血症合併脂肪肝に対する pemafibrate 投与の効果について
（福井県済生会病院内科）野ツ俣和夫（のつまた かずお）

4 月 16 日（金）第 13会場

大腸 7 8：30～9：20
座長：猿田 雅之（東京慈恵会医科大学内科学講座消化器・肝臓内科）
O-163 潰瘍性大腸炎診療におけるバイオマーカーの位置づけを考える―新規 LRG も含め―

（岡山大学病院消化器内科）安富絵里子（やすとみ えりこ）

O-164 潰瘍性大腸炎の内視鏡的寛解を予測するバイオマーカーの検討
（札幌東徳洲会病院IBDセンター）佐藤 允洋（さとう まさひろ）

O-165 新規バイオマーカー「LRG」の実臨床における潰瘍性大腸炎への有用性の検討
（高知大学医学部消化器内科学）沖 裕昌（おき ゆうすけ）

O-166 JAK 阻害薬による潰瘍性大腸炎寛解導入時のバイオマーカー可溶性 IL-2 レセプターの臨床
的・病理学的検討

（埼玉医科大学総合医療センター消化器肝臓内科）石橋 朗（いしばし あきら）

O-167 当院 IBD の活動期の判定補助における血清ロイシンリッチ α2 グリコプロテインの有用性に
ついての検討

（刈谷豊田総合病院消化器内科）二村 侑歩（にむら ゆうほ）
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大腸 8 9：20～10：10
座長：長沼 誠（関西医科大学消化器肝臓内科）
O-168 高齢者潰瘍性大腸炎における治療上の注意点

（福井県立病院消化器内科）内藤 慶英（ないとう よしひで）

O-169 チオプリン製剤投与中炎症性腸疾患患者における血球指数は 6-Thioguanine Nucleotides 濃度
の surrogate marker になりうるか？（第 2 報）

（福島県立医科大学会津医療センター小腸大腸肛門科）愛澤 正人（あいざわ まさと）

O-170 潰瘍性大腸炎患者の発症年齢による初回治療から寛解までの臨床経過に関する検討
（順天堂大学医学部附属浦安病院消化器内科）矢野慎太郎（やの しんたろう）

O-171 潰瘍性大腸炎における長期寛解維持例の検討
（独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター消化器内科）

楠 龍策（くすのき りゅうさく）

O-172 大腸内視鏡検査で偶発的に診断された無症候性潰瘍性大腸炎の長期経過と治療の有用性
（聖路加国際病院消化器内科）岡本 武士（おかもと たけし）

大腸 9 10：10～11：00
座長：五井 孝憲（福井大学消化器外科）
O-173 新 CNN システム（Residual Network）を用いた拡大内視鏡観察下リアルタイム大腸ポリー

プ AI 自動診断
（近畿大学医学部消化器内科）米田 頼晃（こめだ よりあき）

O-174 非拡大白色光内視鏡画像を用いた大腸腺腫及び鋸歯状病変のコンピュータ支援診断システム
の開発

（福島県立医科大学会津医療センター小腸・大腸・肛門科）根本 大樹（ねもと だいき）

O-175 大腸神経内分泌腫瘍のリンパ節転移陽性例における術前画像診断の至適リンパ節径について
の検討

（市立豊中病院外科）長谷川 昂（はせがわ のぼる）

O-176 新たな EUS 診断法―muscle layer tracing method（MTM）―で筋層牽引の有無を術前診断
する

（国立病院機構南和歌山医療センター消化器科）木下真樹子（きのした まきこ）

O-177 経肛門超音波検査による Real-time tissue elastography を用いた新しい肛門機能評価法
（東京大学腫瘍外科）福井 梨紗（ふくい りさ）

胆道 7 14：30～15：10
座長：河上 洋（宮崎大学医学部医学科内科学講座消化器内科学分野）
O-178 腫瘍生検組織を用いた次世代シークエンシングにより IDH1 変異を同定した超高齢者

Cholangiolocarcinoma の 1 例
（札幌しらかば台病院消化器内科）吉田 幸成（よしだ ゆきなり）
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O-179 悪性胆管狭窄に対する Trefle を用いた経乳頭的胆管細胞診および組織診の検討
（香川県立中央病院消化器内科）和唐 正樹（わとう まさき）

O-180 閉塞性黄疸を伴う遠位悪性胆道閉塞に対する内視鏡的術前胆道ドレナージの検討
（岐阜大学医学部附属病院第一内科）市川 広直（いちかわ ひろなお）

O-181 切除不能胆道癌に対する多剤併用療法導入後の化学療法の治療成績
（仙台市医療センター仙台オープン病院消化管・肝胆膵内科）小堺 史郷（こざかい ふみさと）

膵 4 15：10～16：00
座長：花崎 和弘（高知大学医学部外科学講座外科一）
O-182 血管周囲軟部影など超音波内視鏡下穿刺吸引法の施行困難例における診断能の検証

（東北大学病院消化器内科） 潔（くめ きよし）

O-183 造影超音波内視鏡画像における深層学習を用いた膵腫瘍自動セグメンテーションの検討
（岐阜大学医学部附属病院第一内科）岩佐 悠平（いわさ ゆうへい）

O-184 当院における 10mm 以下の膵癌に対する診断体系の現況
（国立病院機構金沢医療センター消化器内科）小村 卓也（こむら たくや）

O-185 Stage 0 および IA 膵癌の画像的特徴と術前細胞組織診断の成績
（仙台市医療センター仙台オープン病院消化管・肝胆膵内科）酒井 利隆（さかい としたか）

O-186 膵癌 Stage 0，IA の臨床病理学的特徴
（広島大学病院消化器・代謝内科）池本 珠莉（いけもと じゅり）

膵 5 16：00～16：50
座長：児玉 裕三（神戸大学大学院医学研究科内科学講座消化器内科学分野）
O-187 演題取り下げ

O-188 人工知能（AI）による単純 CT 画像からの膵癌検出の試み
（東北医科薬科大学病院消化器内科）小岩井明信（こいわい あきのぶ）

O-189 膵胆道疾患における胆汁及び血漿中癌抑制型 miRNA のメチル化異常に関する検討
（金沢大学がんセンター）大坪公士郎（おおつぼ こうしろう）

O-190 癌関連脂肪細胞の分泌型 exosome 内 miRNA プロファイル解析による膵癌進展機序の検討
（徳島大学病院消化器内科）野田 和克（のだ かずよし）

O-191 膵癌における EUS-FNA 前後の cell free DNA を用いた解析
（千葉大学医学部消化器内科）淺野 公將（あさの こうしょう）
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4月 17 日（土）第 11会場

膵 6 8：30～9：10
座長：前谷 容（東邦大学医療センター大橋病院消化器内科）
O-192 Deep learinig を用いた膵腫瘍の鑑別

（千葉メディカルセンター消化器内科）瀬座 勝志（せざ かつし）

O-193 膵神経内分泌腫瘍の画像形態に基づいた臨床的意義と長期予後
（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科消化器疾患・生活習慣病学分野）

児島 一成（こじま いっせい）

O-194 膵腫瘍との鑑別を要した免疫チェックポイント阻害薬による pseudoprogression の 2 例
（松阪市民病院消化器内科）服部 愛司（はっとり あいじ）

O-195 膵癌の耐糖能異常に関わる因子の検討
（山梨大学医学部第一内科）吉村 大（よしむら だい）

膵 7 9：10～10：00
座長：清水 京子（東京女子医科大学消化器内科）
O-196 EUS による膵嚢胞患者からの膵癌発症リスク層別化の試み

（名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科）大野栄三郎（おおの えいざぶろう）

O-197 High-risk stigmata を有する IPMN 症例の自然史の検討
（山梨大学第一内科）長谷川浩之（はせがわ ひろゆき）

O-198 当院健診受診者を対象とした膵嚢胞有所見者の併存疾患の検討
（東海大学八王子病院消化器内科）伊藤 裕幸（いとう ひろゆき）

O-199 検診腹部超音波検査で指摘された IPMN，膵嚢胞の臨床的特徴
（鈴鹿中央総合病院消化器内科）田中 宏樹（たなか ひろき）

O-200 IPMN 経過観察症例における膵癌発症リスクの検討と膵嚢胞専門外来の試み
（愛知県がんセンター消化器内科）羽場 真（はば しん）

膵 8 10：00～10：50
座長：植木 敏晴（福岡大学筑紫病院消化器内科）
O-201 膵石治療における ESWL と経口膵管鏡・EHL を併用した治療戦略の有用性について

（順天堂大学消化器内科）髙﨑 祐介（たかさき ゆうすけ）

O-202 ESWL 併用下内科的膵石治療による膵内外分泌機能への影響
（広島大学病院消化器・代謝内科）佐伯 翔（さえき しょう）

O-203 当院における SpyGlass DS を用いた膵石破砕術の現状
（横浜市立大学医学部肝胆膵消化器病学）八木 伸（やぎ しん）
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O-204 慢性膵炎に対する First line としての内視鏡治療の有用性
（大阪医科大学第二内科）奥田 篤（おくだ あつし）

O-205 当院における胆石性膵炎の検討
（香川労災病院内科）小林 聖幸（こばやし きよゆき）

膵 9 13：20～14：10
座長：平野 聡（北海道大学大学院医学研究院消化器外科学教室 II）
O-206 高齢者膵癌に対する外科切除の意義の検討

（東京女子医科大学病院消化器・一般外科/山梨病院外科）出雲 渉（いずも わたる）

O-207 当院における高齢者切除可能膵癌症例に対する治療戦略
（自治医科大学附属病院消化器一般移植外科）青木 裕一（あおき ゆういち）

O-208 高齢切除不能進行膵癌患者の筋量解析による GnP 療法の忍容性に関する検討
（福井大学医学系部門内科学（2）分野）赤澤 悠（あかざわ ゆう）

O-209 高齢者切除不能膵癌に対する GEM+nab-PTX 療法後の二次治療の検討
（東京大学医学部消化器内科）鈴木由佳理（すずき ゆかり）

O-210 膵癌に対するアスピリンの抗腫瘍効果
（香川大学医学部附属病院消化器神経内科）中林 良太（なかばやし りょうた）

膵 10 14：10～15：00
座長：笹平 直樹（がん研究会有明病院）
O-211 膵癌十二指腸狭窄に対するステント対バイパス―多施設共同後ろ向き観察研究

（松山赤十字病院肝臓・胆のう・膵臓内科）畔元 信明（あぜもと のぶあき）

O-212 高齢膵癌患者の遠位胆道閉塞に対する非 ERCP 的胆道ドレナージ術の治療成績
（静岡県立静岡がんセンター内視鏡科）佐藤 辰宣（さとう たつのり）

O-213 遠位胆管閉塞に対するフレア付き内外膜フルカバー金属ステントの優位性
（金沢大学附属病院消化器内科）鷹取 元（たかとり はじめ）

O-214 膵頭癌術前胆道ドレナージにおける金属ステント留置の有用性
（仙台市医療センター仙台オープン病院消化管・肝胆膵内科）小堺 史郷（こざかい ふみさと）

O-215 局所進行膵癌の経皮的 IRE（Irreversible electroporation, NanoKnife™）治療
（国際医療福祉大学山王病院がん局所療法センター）森安 史典（もりやす ふみのり）

膵 11 15：00～15：50
座長：元雄 良治（愛康会小松ソフィア病院）
O-216 遠隔転移を有する膵癌に対するゲムシタビン・ナブパクリタキセル療法後における二次治療

の成績
（がん研有明病院肝胆膵内科）三重 尭文（みえ たかふみ）
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O-217 膵癌術後再発症例に対する Nab-Paclitaxel＋Gemcitabine の有効症例の検討
（山梨大学医学部附属病院第1外科）川井田博充（かわいだ ひろみち）

O-218 高齢者に対する modified FOLFIRINOX 療法の有効性と安全性の検討
（岐阜市民病院消化器内科）手塚 隆一（てづか りゅういち）

O-219 膵癌に対する腹水中オートタキシン（ATX）をターゲットとした新規分子標的治療の可能性
（名古屋市立大学消化器・代謝内科学）神野 成臣（じんの なるおみ）

O-220 膵癌に対する抗癌剤治療における好中球リンパ球比（NLR）の意義
（熊本地域医療センター外科）岡部 弘尚（おかべ ひろひさ）

4 月 17 日（土）第 12会場

肝 8 8：30～9：20
座長：豊田 秀徳（大垣市民病院消化器内科）
O-221 HCVSVR 例の肝発癌/他臓器癌が及ぼす影響の検討

（香川大学医学部消化器神経内科）谷 丈二（たに じょうじ）

O-222 C 型肝炎 DAAs 治療による SVR 後肝発癌に関連する因子の検討
（岩手医科大学消化器内科肝臓分野）吉田 雄一（よしだ ゆういち）

O-223 DAA 治療による SVR 症例の生命予後に寄与する要因
（大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学）田守 昭博（たもり あきひろ）

O-224 SVR 後肝発癌の予測における aMAP score の臨床的有用性について
（信州大学医学部附属病院消化器内科）山下 裕騎（やました ゆうき）

O-225 HCC 治療後の DAA 投与が肝予備能にもたらす効果の検討
（松山赤十字病院肝胆膵内科）越智 裕紀（おち ひろのり）

肝 9 9：20～10：10
座長：前川 伸哉（山梨大学第一内科）
O-226 C 型肝炎の病態進展に関わる腸管粘膜関連細菌叢 Dysbiosis の検討

（福井大学医学系部門内科学（2）分野）翠 洋平（みどり ようへい）

O-227 C 型肝炎ウイルス排除後における乏血性結節の多血化に関する検討
（福井大学医学部内科学（2）分野）田中 知子（たなか ともこ）

O-228 肝性脳症の病態に関わる腸内細菌の同定とメカニズムの解明
（大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学/

大阪市立大学大学院医学研究科病態生理学）
武藤 芳美（むとう よしみ）

O-229 顕性肝性脳症を伴う肝硬変患者に対するリファキシミンの有効性と安全性
（日本医科大学付属病院）河野 惟道（かわの ただみち）
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O-230 肝疾患と痒みの顕在化の試み：当院におけるかゆみアンケート 6 年分の検討：季節変動・糖
尿病合併も含め

（すがの内科クリニック内科）菅野 雅彦（すがの まさひこ）

肝 10 10：10～11：00
座長：梅村 武司（信州大学医学部内科学第二教室）
O-231 肝疾患専門医療機関における肝炎ウイルス陽性者拾い上げシステムの状況

（久留米大学医療センター消化器内科）井出 達也（いで たつや）

O-232 全国調査からみた HBV 再活性化による急性肝不全の動向
（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）中尾 将光（なかお まさみつ）

O-233 B 型慢性肝炎に対する Vitamin D 投与が HBs 抗原量に与える影響について
（日本医科大学消化器肝臓内科）糸川 典夫（いとかわ のりお）

O-234 オキサリプラチンによる門脈類洞血管疾患（PSVD）リスクの検討
（聖マリアンナ医科大学病院消化器肝臓内科）薩田 洋輔（さった ようすけ）

O-235 当院における門脈ガス血症 126 例の検討
（社会医療法人近森会近森病院消化器内科）町田 彩佳（まちだ あやか）

4 月 17 日（土）第 13会場

大腸 10 8：30～9：20
座長：浦岡 俊夫（群馬大学大学院消化器・肝臓内科学）
O-236 肥満関連大腸癌における TET2 遺伝子発現の検討

（山形大学医学部附属病院内科学第二講座）今 孝志（こん たかし）

O-237 一般病院における切除不能進行再発大腸癌症例に対するがん遺伝子パネル検査の実際
（川崎幸病院外科）伊藤 慎吾（いとう しんご）

O-238 大腸癌 5-FU 耐性に関与する miR-31 の標的遺伝子の探索
（藤田医科大学医学部消化器内科I）中川 義仁（なかがわ よしひと）

O-239 JFMC51：切除不能大腸癌標準治療不応例に対する FTD/TPI+BEV 併用療法の第 II 相試験
（最終報告）

（JCHO九州病院血液・腫瘍内科）牧山 明資（まきやま あきたか）

O-240 大腸癌術後の吻合部再発および予後予測マーカーとしての KRAS G13D 変異の有用性に関す
る検討

（東京大学大学院医学系研究科腫瘍外科）松永 圭悟（まつなが けいご）
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大腸 11 9：20～10：10
座長：藤谷 幹浩（旭川医科大学内科学講座病態代謝・消化器・血液腫瘍制御内科学分

野（消化器・内視鏡学部門））
O-241 大腸癌予後因子としての Frail の意義とメカニズムの検討

（徳島大学消化器・移植外科）良元 俊昭（よしもと としあき）

O-242 当院における転移性大腸癌病変の臨床病理学的特徴に関する検討
（日本赤十字社医療センター消化器内科）丹下 主一（たんげ しゅいち）

O-243 大腸腺腫切除患者の約 10 年間の長期的内視鏡フォローアップ
（青森労災病院消化器内科内視鏡科）木村 聖路（きむら せいじ）

O-244 HIV 感染者における HPV 感染による肛門管病変の検討
（大阪医療センター消化器内科）榊原 祐子（さかきばら ゆうこ）

O-245 当院における肛門扁平上皮癌の現況と治療成績の検討
（名古屋市立大学病院消化器内科）北川 美香（きたがわ みか）

大腸 12 13：20～14：10
座長：福島 浩平（大泉記念病院外科）
O-246 高齢者潰瘍性大腸炎のマネージメントに関する検討

（金沢大学附属病院消化器内科）北村 和哉（きたむら かずや）

O-247 潰瘍性大腸炎における内科的治療の進歩と手術症例の変化
（兵庫医科大学消化器外科学講座炎症性腸疾患外科）内野 基（うちの もとい）

O-248 潰瘍性大腸炎における大腸全摘の手術適応に関する検討
（東京大学腫瘍外科）石井 博章（いしい ひろあき）

O-249 潰瘍性大腸炎に対する回腸嚢手術後の慢性回腸嚢炎の現状と対策
（横浜市立市民病院炎症性腸疾患科）杉田 昭（すぎた あきら）

O-250 潰瘍性大腸炎関連大腸癌の低分化腺癌および粘液癌症例の検討
（東京女子医科大学消化器内科）米澤麻利亜（よねざわ まりあ）

大腸 13 14：10～14：50
座長：佐藤 康史（徳島大学大学院医歯薬学研究部地域消化器・総合内科学）
O-251 刺激性下剤常用例におけるエロビキシバットの有効性の検討

（香川大学医学部付属病院消化器神経内科）小塚 和博（こづか かずひろ）

O-252 市中病院における酸化マグネシウム製剤による高マグネシウム血症発症の危険因子の検討
（市立柏原病院内科）奥山 正嗣（おくやま まさつぐ）

O-253 腎機能障害を有した消化管穿孔性腹膜炎患者におけるトロンボモジュリン投与の有用性と作
用機序の解明

（山梨大学第一外科）河野 寛（こうの ひろし）
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O-254 ステロイド療法が奏効した消化管アミロイドーシス合併 Rosai-Dorfman 病の 1 例
（鳥取大学医学部附属病院消化器内科）池淵雄一郎（いけぶち ゆういちろう）

大腸 14 14：50～15：40
座長：松本 主之（岩手医科大学消化器内科消化管分野）
O-255 慢性大腸炎モデルに対する青黛の有効性と肺高血圧症発症についての検討

（久留米大学内科学消化器内科部門）森田 俊（もりた まさる）

O-256 ラット腸炎モデルに対する自己組織化ハイドロゲル局所投与の有効性と作用機序
（久留米大学内科学講座消化器内科部門/久留米大学炎症性腸疾患センター）

荒木 俊博（あらき としひろ）

O-257 潰瘍性大腸炎の病勢と Bacteroidetes 門の菌種との関連についての検討
（順天堂大学消化器内科）野村 慧（のむら けい）

O-258 肥満関連大腸癌における腸内細菌叢の解析
（山形大学医学部内科学第二講座/山形市立病院済生館消化器内科）

東海林正邦（しょうじ まさくに）

O-259 大腸がん患者の腸内で増加している菌の同定とその発がん促進機構の解明
（京都大学医学部付属病院消化管外科/大阪大学微生物病研究所遺伝子生物学分野）

奥村慎太郎（おくむら しんたろう）


